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(57)【要約】
本発明は、マイクロ流体装置においてＤＮＡを単離し、
その後、そのマイクロ流体装置においてＤＮＡを分析す
る方法及びシステムに関する。より詳細には、本発明の
実施の形態は、マイクロ流体装置において患者試料から
ＤＮＡを単離する方法及びシステム、並びにマイクロ流
体装置においてＰＣＲ等の増幅反応及び熱融解分析等の
検出を行うためのＤＮＡの使用に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料中の細胞からＤＮＡを単離する方法であって、
　（ａ）前記試料中の前記細胞の核膜を溶解させることなく前記細胞の細胞膜を選択的に
溶解させて、無傷の核を生成する工程と、
　（ｂ）マイクロ流体装置の核分離領域において核サイズ排除バリアーによって前記試料
から前記無傷の核を分離する工程と、
　（ｃ）前記マイクロ流体装置の前記核分離領域において前記分離された核を溶出緩衝液
中に再懸濁させる工程と、
　（ｄ）前記再懸濁された核をマイクロ流体装置の核溶解領域へ送達する工程と、
　（ｅ）前記マイクロ流体装置の前記核溶解領域において前記再懸濁された核を溶解させ
て、前記ＤＮＡを遊離させる工程と、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記試料は全血を含む患者試料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記細胞膜の前記選択的な溶解は前記赤血球を完全に溶解させる、請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記患者試料は、前記細胞膜の前記選択的な溶解の前にまず白血球が濃縮される、請求
項２に記載の方法。
【請求項５】
　工程（ａ）は前記マイクロ流体装置の外で行う、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　工程（ａ）は前記マイクロ流体装置内で行う、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記核サイズ排除バリアーを通る流れは圧力差によって誘導される、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記溶出緩衝液は増幅反応緩衝液である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記核を熱によって溶解させる、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　患者試料中の核酸の存在の有無を判定する方法であって、
　（ａ）前記患者試料中の細胞の核膜を溶解させることなく前記細胞の細胞膜を選択的に
溶解させて、前記細胞から無傷の核を生成する工程と、
　（ｂ）マイクロ流体装置の核分離領域において核サイズ排除バリアーによって前記患者
試料から前記無傷の核を分離する工程と、
　（ｃ）前記マイクロ流体装置の前記核分離領域において前記分離された核を溶出緩衝液
中に再懸濁させる工程と、
　（ｄ）前記再懸濁された核をマイクロ流体装置の核溶解領域へ送達する工程と、
　（ｅ）前記マイクロ流体装置の前記核溶解領域において前記再懸濁された核を溶解させ
て、前記核酸を遊離させる工程と、
　（ｆ）マイクロ流体装置内で前記核酸を増幅させる工程と、
　（ｇ）増幅産物の存在の有無を判定する工程であって、該増幅産物の存在は、前記患者
試料中に前記核酸が存在することを示す、工程と、
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記患者試料は全血である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記患者試料は、前記細胞膜の前記選択的な溶解の前にまず白血球が濃縮される、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　工程（ａ）は前記マイクロ流体装置の外で行う、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　工程（ａ）は前記マイクロ流体装置内で行う、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記核サイズ排除バリアーを通る流れは圧力差によって誘導される、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記溶出緩衝液は増幅反応緩衝液である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記核を熱によって溶解させる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記熱を、前記増幅反応の一部として印加する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　工程（ｂ）及び（ｃ）を１つのマイクロ流体装置において行い、工程（ｆ）及び（ｇ）
を第２のマイクロ流体装置において行う、請求項１０に記載の方法。
【請求項２０】
　患者試料中の細胞からＤＮＡを単離するマイクロ流体システムであって、
　（ａ）前記患者試料中の該細胞の核膜を溶解させることなく前記細胞の細胞膜を選択的
に溶解して、前記細胞から無傷の核を生成するための、細胞溶解領域と、
　（ｂ）前記患者試料の他の成分の廃棄物容器への通過を可能にするが、一方で無傷の核
の通過を阻止する、核サイズ排除バリアーを含み、それによって該核サイズ排除バリアー
による無傷の核の単離を可能にする、マイクロ流体装置内の核分離領域と、
　（ｃ）前記核分離領域へ溶出緩衝液を提供するために前記核分離領域と流体連通してお
り、圧力差によって誘導される前記溶出緩衝液は、前記単離された無傷の核を再懸濁させ
るとともに単離された無傷の核を前記核分離領域から出して運ぶ、溶出緩衝液ポートと、
　（ｄ）前記ＤＮＡを遊離させるために前記無傷の核の前記核膜が溶解される領域であっ
て、前記核分離領域と流体連通している、核溶解領域と、
を備える、マイクロ流体システム。
【請求項２１】
　前記細胞溶解領域は前記マイクロ流体装置の外にある、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記細胞溶解領域は前記マイクロ流体装置内にある、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記核溶解領域は、前記核膜を溶解させるのに十分な熱源を含む、請求項２０に記載の
システム。
【請求項２４】
　前記核サイズ排除バリアーは、前記核分離領域に組立てられているピラーのアレイを含
む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記核分離領域は、前記核サイズ排除バリアーを通過する前記患者試料の前記他の成分
の回収を可能にするように、該核分離領域の底面部分に１つ又は複数の孔を有する、請求
項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記核分離領域を通る前記患者試料の流れ、及び前記核分離領域を通る前記溶出緩衝液
の流れを制御する制御システムを更に備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記制御システムは、真空圧力によって前記患者試料及び前記溶出緩衝液の流れを制御
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する、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記制御システムは、前記患者試料を第１の方向へ流し、前記溶出緩衝液を第２の方向
へ流し、前記第１の方向は前記第２の方向に対して実質的に直交する、請求項２６に記載
のシステム。
【請求項２９】
　患者試料中の核酸の存在の有無を判定するマイクロ流体システムであって、
　（ａ）前記患者試料中の細胞の核膜を溶解させることなく前記細胞の細胞膜を選択的に
溶解して、前記細胞から無傷の核を生成する、細胞溶解領域と、
　（ｂ）前記患者試料の他の成分の廃棄物容器への通過を可能にするが、一方で無傷の核
の通過を阻止する、核サイズ排除バリアーを含み、それによって該核サイズ排除バリアー
による無傷の核の単離を可能にする、マイクロ流体装置内の核分離領域と、
　（ｃ）前記核分離領域へ溶出緩衝液を提供するために前記核分離領域と流体連通してお
り、圧力差によって誘導される前記溶出緩衝液は、前記単離された無傷の核を再懸濁させ
るとともに単離された無傷の核を前記核分離領域から出して運ぶ、溶出緩衝液ポートと、
　（ｄ）前記核酸を遊離させるために前記無傷の核の前記核膜が溶解される核溶解領域と
、
　（ｅ）前記核酸が増幅されるマイクロ流体装置内の増幅反応領域と、
　（ｆ）増幅産物の存在の有無を判定するためのマイクロ流体装置内の検出領域と、
を備える、マイクロ流体システム。
【請求項３０】
　前記細胞溶解領域は前記マイクロ流体装置の外にある、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記細胞溶解領域は前記マイクロ流体装置内にある、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記核溶解領域は前記増幅反応領域の一部である、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記増幅反応領域の前に、前記核酸を定量する核酸定量領域を更に備える、請求項２９
に記載のシステム。
【請求項３４】
　領域（ｂ）は１つのマイクロ流体装置にあり、領域（ｅ）及び（ｆ）は第２のマイクロ
流体装置にある、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記核サイズ排除バリアーは、前記核分離領域に組立てられているピラーのアレイを含
む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記核分離領域を通る前記患者試料の流れ、及び前記核分離領域を通る前記溶出緩衝液
の流れを制御する制御システムを更に備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記制御システムは、真空圧力によって前記患者試料及び前記溶出緩衝液の流れを制御
する、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記制御システムは、前記患者試料を第１の方向へ流し、前記溶出緩衝液を第２の方向
へ流し、前記第１の方向は前記第２の方向に対して実質的に直交する、請求項３６に記載
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ流体装置においてＤＮＡを単離し、その後、マイクロ流体装置にお
いてＤＮＡを分析する方法及びシステムに関する。より詳細には、本発明の実施の形態は
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、マイクロ流体装置において患者試料からＤＮＡを単離する方法及びシステム、並びにマ
イクロ流体装置においてＰＣＲ等の増幅反応及び熱融解分析等の検出を行うためのＤＮＡ
の使用に関する。
【０００２】
　　［関連出願の相互参照］
　本願は、２００９年７月１７日に出願された、「METHODS AND SYSTEMS FOR MICROFLUID
IC DNA SAMPLE PREPARATION」と題する、発明者としてWeidong Cao、Hiroshi Inoue及びK
evin Louderの名前が挙げられている米国特許出願第　　　　（代理人整理番号第３４０
０－１７２）（この参照により本明細書に援用される）に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　核酸の検出は、医学、法医学、工業的処理、作物及び動物の育種、並びに多くの他の分
野の中心である。疾患状態（例えばがん）、感染性生物（例えばＨＩＶ）、遺伝子系列、
遺伝子マーカー等を検出する能力は、疾患診断及び予後診断、マーカー支援選抜、事件に
おけるの物証の正確な特定、産業用生物を繁殖させる能力及び多くの他の技法に幅広く用
いられる技術である。対象となる核酸の完全性の判定は、感染又はがんの病理に関連する
ものとすることができる。少量の核酸を検出するための最も強力かつ基本的な技術の１つ
は、核酸配列の一部又は全てを何度も複製し、次いで増幅産物を分析することである。Ｐ
ＣＲは、おそらく、多くの異なる増幅技法のなかで最も良く知られている。
【０００４】
　ＤＮＡ等の核酸を単離する基本的な工程は、細胞構造を破壊して溶解物を作ること、可
溶性核酸を細胞残屑及び他の不溶性材料から分離すること、並びに対象となるＤＮＡを可
溶性タンパク質及び他の核酸から精製することである。歴史的に、ＤＮＡを単離するため
に、有機抽出（例えばフェノール：クロロホルム）と、それに続くエタノール沈殿とが行
われてきた。たいていの細胞の破壊は、カオトロピック塩、界面活性剤又はアルカリ変性
によって行われ、結果として生じる溶解物は、遠心分離、ろ過又は磁気による清浄によっ
て清浄される。次いで、ＤＮＡを、溶解物の可溶性部分から精製することができる。シリ
カマトリックスを用いる場合、ＤＮＡを、Ｔｒｉｓ－ＥＤＴＡ（ＴＥ）又はヌクレアーゼ
・フリー水等の水性緩衝液中で溶出させる。
【０００５】
　ゲノム、プラスミド及びＰＣＲ産物を精製するＤＮＡ単離システムは歴史的に、シリカ
による精製に基づいている。清浄された溶解物を生成する方法とは関係なく、対象となる
ＤＮＡは、その有する高濃度のカオトロピック塩の存在下でシリカと結合する能力によっ
て単離することができる（非特許文献１、非特許文献２、非特許文献３）。これらの塩は
次いで、アルコールベースの洗浄によって除去され、ＤＮＡは、ＴＥ緩衝液又は水等の低
イオン強度溶液中で溶出される。ＤＮＡとシリカとの結合は、脱水及び水素結合形成によ
って誘導することができ、これは弱い静電反発力と競合する（非特許文献４）。したがっ
て、高濃度の塩は、シリカに対するＤＮＡ吸着の誘導を助け、低濃度であればＤＮＡが遊
離される。
【０００６】
　最近では、ＤＮＡを精製する新たな方法が開発されており、この方法は、（特定のｐＨ
条件下で）負に帯電したＤＮＡ骨格が正に帯電した固体基質に結合することを利用し、溶
剤ｐＨの変化を用いてＤＮＡを溶出させることを利用する（ＣｈａｒｇｅＳｗｉｔｃｈ（
登録商標）技術、Invitrogen, Corp.社（Carlsbad, CA）、例えば特許文献１及び特許文
献２を参照のこと）。Whatman社は、細胞を溶解させ、タンパク質を不活性化させるが、
ＤＮＡを捕捉し、ＤＮＡを下流用途において用いるために保持する溶解材料がセルロース
繊維中に含浸されているセルロースベースの固体基質を用いる代替的な技術（ＦＴＡ（登
録商標）紙）を有している（例えば特許文献３を参照のこと）。
【０００７】
　核抽出物の使用は１９８３年に報告された（非特許文献５）。細胞膜を選択的に溶解さ
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せることが可能でありながらも核を含む細胞器官の精製を可能にする市販のキットが幾つ
か存在する。Sigma社及びPierce社は、市販のキットの供給業者である。これらのキット
は核を回収するために遠心分離を利用する。細胞からの核の精製を記載している２つの特
許がある。特許文献４は、様々な用途で核を捕捉するために、膜に無傷の細胞核を捕捉す
るようなＤＮＡメッシュを用いることを記載している。膜は、ピペットチップデバイスの
前端にわたって延在しており、残っている無傷の核を捕捉するために溶解核からのＤＮＡ
が用いられる。特許文献５は、ＤＮＡ又は細胞核を精製するためのＣＤデバイスの使用を
記載している。この方法は、可動部品及び遠心力を用いて、チャネル内のバリアーによっ
てＤＮＡ及び核の流れを妨げることでＤＮＡ及び／又は細胞核を単離する。いずれの特許
も核及び／又はＤＮＡを捕捉することを記載しており、これらのシステムには洗浄すると
いう後続の工程も必要とされる。
【０００８】
　様々な論文に、ＰＣＲ反応における下流使用のために核又は白血球を捕捉することが記
載されている。白血球のみを単離する場合、ＰＣＲ反応の主要な阻害因子であるヘモグロ
ビンが除去されることで、ＰＣＲがより高効率となる（非特許文献６）。別の手法（非特
許文献７）では、血液を、細胞を溶解させる塩溶液と混合する。この場合、溶解物は、電
荷相互作用によってＤＮＡが結合するガラス壁を含むチャンバー内に導入され、一方で試
料の残りの部分は排出される。ＤＮＡは次いで洗浄されて別のチャンバーに溶出されなけ
ればならない。別の文献には、連続流システムで細胞を分離するために誘電泳動（ＤＥＰ
）力を用いて、細胞を分離し核を回収するためのマイクロ流体プラットフォームが記載さ
れている。特定の細胞を捕捉した後、溶解緩衝液を加えることで、細胞核を回収し、核の
タンパク質を調べることができる。単一の捕捉された核に対してＰＣＲを行うことができ
る点は、Li他によって実証されている（非特許文献８）。特定の遺伝子配列を検出するた
めに、マイクロピペットによって抽出した核をＰＣＲ反応に直接加える。この論文は、Ｐ
ＣＲ反応に直接加えられた核からＤＮＡ鋳型を導出することができること、及び特定遺伝
子標的のアッセイを細胞から単離された核を用いて行うことができることを実証している
。
【０００９】
　これらの現在の技術に関連する最も重大な問題は、これらの技術が、ＤＮＡの結合及び
洗浄に特定の緩衝液を必要とするが、これらの緩衝液の多くはＰＣＲ等の下流用途と適合
しないこと、及び、精製されるＤＮＡの全体的な量において広範な影響を有することであ
る。このことは、試料がマイクロ流体工学において用いられることになる場合に重大な問
題となる可能性がある。ＤＮＡ精製に通常は必要とされる複数の試薬は、固相抽出におい
て複数の試薬を導入するために、マイクロ流体装置に弁等の複数の可動部品を構成するこ
とを要求する。固相抽出又は複数の試薬の使用は複雑であり、マイクロ流体システムでは
、システムの故障につながる可能性がある。Sigma社及びPierce社によって販売されてい
る細胞器官の精製用の市販のアッセイは、核を捕捉するためのろ過プロセスを用いない。
その代わりに、それらのアッセイは核を回収するために遠心分離力を用いる。
【００１０】
　加えて、マイクロ流体装置は、全血の細胞選別、並びに赤血球及び血漿からの白血球の
分離を行うように設計されている。しかし、そのような装置は、タンパク質、脂質、及び
マイクロ流体システムにおいてＰＣＲを阻害する可能性のある他の細胞成分の除去を最大
限に高めるものではない。
【００１１】
　下流用途において用いる核を捕捉したり試料集団から特定の細胞を分離するための様々
な方法が存在するが、これらの方法はいずれも、細胞核の抽出及び抽出された核に対して
ＰＣＲアッセイを行うことが同じ装置を用いて可能である装置を記載していない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
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【特許文献１】米国特許第６，９１４，１３７号
【特許文献２】国際公開出願第２００６／００４６１１号
【特許文献３】米国特許第６，３２２，９８３号
【特許文献４】米国特許第５，４４７，８６４号
【特許文献５】米国特許第６，９９２，１８１号
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Chen and Thomas, Anal Biochem 101:339-341, 1980
【非特許文献２】Marko et al., Anal Biochem 121:382-387, 1982
【非特許文献３】Boom et al., J Clin Microbiol 28:495-503, 1990
【非特許文献４】Melzak et al., J Colloid and Interface Science 181:635-644, 1996
【非特許文献５】Dignani et al ., Nucl Acids Res 11:1475-1489, 1983
【非特許文献６】Cheng et al., Nucl Acids Res 24:380-385, 1996
【非特許文献７】Service, Science 282:399-401, 1998
【非特許文献８】Eukaryotic Cell 2:1091-1098, 2003
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、マイクロ流体装置において核単離及びそれと一体化された遺伝子配列のＰ
ＣＲ検出によってＤＮＡを精製する改良されたシステム及び方法を開発することが必要と
されている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、マイクロ流体装置においてＤＮＡを単離し、その後、そのマイクロ流体装置
においてＤＮＡを分析する方法及びシステムに関する。より詳細には、本発明の実施の形
態は、マイクロ流体装置において患者試料からＤＮＡを単離する方法及びシステム、並び
にマイクロ流体装置においてＰＣＲ等の増幅反応及び熱融解分析等の検出を行うためのＤ
ＮＡの使用に関する。
【００１６】
　一態様では、本発明は、試料中の細胞からＤＮＡを単離する方法を提供する。この態様
によると、本方法は、（ａ）試料中の細胞の核膜を溶解させることなく細胞の細胞膜を選
択的に溶解させて、細胞から無傷の核を生成すること、（ｂ）マイクロ流体装置の核分離
領域において核サイズ排除バリアーによって試料から無傷の核を分離すること、（ｃ）マ
イクロ流体装置の核分離領域において分離された核を溶出緩衝液中に再懸濁させること、
（ｄ）再懸濁された核をマイクロ流体装置の核溶解領域へ送達すること、及び（ｅ）マイ
クロ流体装置の核溶解領域において、ＤＮＡを遊離させるために再懸濁された核を溶解さ
せることを含む。
【００１７】
　幾つかの実施の形態では、試料は、例えば血液試料、尿試料、唾液試料、痰試料、脳脊
髄液試料、体液試料又は組織試料などの患者試料である。他の実施の形態では、患者試料
は白血球を含有する。付加的な実施の形態では、患者試料は、白血球を濃縮した後で細胞
膜を選択的に溶解させた血液試料である。幾つかの実施の形態では、白血球の濃縮はろ過
によって行われる。付加的な実施の形態では、白血球の濃縮は抗体を用いて行われる。幾
つかの実施の形態では、抗体は、ビーズ、磁気ビーズ、粒子、ポリマービーズ、クロマト
グラフィー樹脂、ろ紙、膜又はヒドロゲル等の固相に結合される。
【００１８】
　幾つかの実施の形態では、選択的な溶解は、白血球濃縮後の試料等の患者試料又は全血
と、細胞核を無傷のままとしながらも細胞膜を選択的に透過処理する核単離緩衝液とを接
触させることによって行われる。他の実施の形態では、選択的な溶解は、弱い界面活性剤
を含有する低張溶解緩衝液を用いて行われる。更なる実施の形態では、患者試料及び低張
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溶解緩衝液は１：１の比で混合される。付加的な実施の形態では、細胞膜の選択的な溶解
は赤血球を完全に溶解させる。幾つかの実施の形態では、患者試料及び核単離緩衝液はマ
イクロ流体装置の外で（off）混合されてからマイクロ流体装置の核分離領域に加えられ
る。他の実施の形態では、患者試料及び核単離緩衝液は、マイクロ流体装置の細胞溶解領
域において混合される。
【００１９】
　幾つかの実施の形態では、マイクロ流体装置内の核分離領域は、核を、細胞残屑を含む
患者試料の残りの部分から分離する核サイズ排除バリアーを有する。他の実施の形態では
、核サイズ排除バリアーは、核分離領域の一方の側で核を遅らせるために核分離領域に組
立てられているピラーのシステムである。他の実施の形態では、核サイズ排除バリアーは
、核分離領域の一方の側で核を遅らせるように構成されているフィルターシステムである
。付加的な実施の形態では、核サイズ排除バリアーは、核分離領域の一方の側で核を遅ら
せるように設計されている、核分離領域の底面に沿う孔を含む。幾つかの実施の形態では
、核サイズ排除バリアーを通る流れは圧力差によって誘導される。
【００２０】
　幾つかの実施の形態では、溶出緩衝液は核が適合可能な緩衝液である。他の実施の形態
では、溶出緩衝液は、非アッセイ特異的増幅試薬を含有することができる増幅反応緩衝液
である。付加的な実施の形態では、増幅反応緩衝液は、非アッセイ特異的ＰＣＲ試薬を含
有することができるＰＣＲ緩衝液である。更なる実施の形態では、溶出緩衝液はＤＮＡと
結合する色素を含有する。付加的な実施の形態では、この色素はチャネル内のＤＮＡの量
を定量するのに有いられる。幾つかの実施の形態では、無傷の核は、核分離領域を通りか
つ核サイズ排除バリアーを横切る、圧力差によって誘導される溶出緩衝液の流れによって
溶出緩衝液中に再懸濁される。他の実施の形態では、再懸濁された核はマイクロ流体装置
の核溶解領域へ誘導される。付加的な実施の形態では、核は、核溶解領域において熱によ
って溶解され、該核からＤＮＡを遊離する。幾つかの実施の形態では、核は、増幅反応の
前に核溶解領域において熱に晒される。他の実施の形態では、核は増幅反応中に熱に晒さ
れ、核溶解領域は、増幅反応が行われるマイクロ流体装置の最初の領域である。
【００２１】
　別の態様では、本発明は、患者試料中の核酸の存在の有無を判定する方法を提供する。
この態様によると、本方法は、（ａ）患者試料中の細胞の核膜を溶解させることなく細胞
の細胞膜を選択的に溶解させて、細胞から無傷の核を生成すること、（ｂ）マイクロ流体
装置の核分離領域において核サイズ排除バリアーによって患者試料から無傷の核を分離す
ること、（ｃ）マイクロ流体装置の核分離領域において分離された核を溶出緩衝液中に再
懸濁させること、（ｄ）再懸濁された核をマイクロ流体装置の核溶解領域へ送達すること
、（ｅ）マイクロ流体装置において、分離された核を溶解させて核酸を遊離させること、
（ｆ）マイクロ流体装置内で核酸を増幅させること、及び（ｇ）増幅産物の存在の有無を
判定すること（該増幅産物の存在は、患者試料中に核酸が存在することを示す）を含む。
【００２２】
　幾つかの実施の形態では、患者試料は上述のようなものである。他の実施の形態では、
患者試料は、上述のように細胞膜の選択的な溶解の前に最初に白血球が濃縮されている。
他の実施の形態では、選択的な溶解は上述のように行われる。付加的な実施の形態では、
マイクロ流体装置の核分離領域は、上述のように核を患者試料の残りの部分から分離する
核サイズ排除バリアーを有する。更なる実施の形態では、溶出緩衝液は上述のような緩衝
液である。他の実施の形態では、核は上述のように、熱によって溶解されて該核から核酸
を遊離する。
【００２３】
　幾つかの実施の形態では、再懸濁された核又はマイクロ流体装置の核溶解領域からの単
離された核酸は、増幅及び分析のためにマイクロ流体装置の単一の反応チャネルに導入さ
れる。他の実施の形態では、再懸濁された核又はマイクロ流体装置の核溶解領域からの単
離された核酸は、増幅及び分析のためにマイクロ流体装置の２つ以上の反応チャネルに導
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入される。更なる実施の形態では、再懸濁された核又は単離された核酸は、圧力差の印加
によって反応チャネルに導入される。幾つかの実施の形態では、非アッセイ特異的増幅試
薬を含有することができる増幅反応緩衝液が、反応チャネルに導入される前に非増幅溶出
緩衝液中の再懸濁された核又は単離された核酸に加えられる。付加的な実施の形態では、
再懸濁された核又は単離されたＤＮＡの量は、反応チャネルに導入される前に求められる
。更なる実施の形態では、アッセイ特異的な試薬が再懸濁された核又は単離された核酸に
加えられる。幾つかの実施の形態では、アッセイ特異的な試薬は、再懸濁された核又は単
離された核酸が反応チャネルに導入される前に加えられる。他の実施の形態では、アッセ
イ特異的な試薬は、再懸濁された核又は単離された核酸が反応チャネルに導入された後に
加えられる。付加的な実施の形態では、増幅反応はポリメラーゼ連鎖反応である。更なる
実施の形態では、増幅産物の存在の有無が検出される。幾つかの実施の形態では、増幅産
物の検出は熱融解分析によって行われる。他の実施の形態では、増幅産物の検出は、増幅
産物が存在すると強度が変化する標識を用いて行われる。
【００２４】
　幾つかの実施の形態では、工程（ｂ）～（ｇ）及び任意選択的には工程（ａ）は１つの
マイクロ流体装置で行われる。他の実施の形態では、工程（ｂ）及び（ｃ）並びに任意選
択的には工程（ａ）は１つのマイクロ流体装置で行われ、工程（ｅ）～（ｇ）は第２のマ
イクロ流体装置で行われる。更なる実施の形態では、工程（ｂ）～（ｅ）及び任意選択的
には工程（ａ）は１つのマイクロ流体装置で行われ、工程（ｆ）及び（ｇ）は第２のマイ
クロ流体装置で行われる。
【００２５】
　付加的な態様では、本発明は、患者試料中の細胞からＤＮＡを単離するマイクロ流体シ
ステムを提供する。この態様によると、マイクロ流体システムは、細胞の核膜を溶解させ
ることなく細胞の細胞膜を選択的に溶解して患者試料中の細胞から無傷の核を生成するた
めの、細胞溶解領域を備える。マイクロ流体システムはまた、無傷の核よりも小さい患者
試料の成分を取り除くための、圧力差によって誘導される、無傷の核を阻止するが一方で
患者試料の残りの部分を通過させる、マイクロ流体装置の核分離領域を含み、溶出緩衝液
中に再懸濁された無傷の核は、圧力差によって誘導されて核サイズ排除領域から外へ運ば
れる。マイクロ流体システムは、ＤＮＡを遊離させるように無傷の核の核膜が溶解される
核溶解領域を更に含む。
【００２６】
　幾つかの実施の形態では、核分離領域は上述のような核サイズ排除バリアーを含む。他
の実施の形態では、細胞溶解領域はマイクロ流体装置の外にある。付加的な実施の形態で
は、細胞溶解領域はマイクロ流体装置内のチャネル内にある。更なる実施の形態では、核
溶解領域は、無傷の核の核膜を溶解させてＤＮＡを遊離させるのに十分な熱源を含む。
【００２７】
　幾つかの実施の形態では、マイクロ流体システムは、核分離領域を通る患者試料の流れ
を制御するとともに核分離領域を通る溶出緩衝液の流れを制御する制御システムを更に備
える。他の実施の形態では、制御システムは、真空圧力によって患者試料及び溶出緩衝液
の流れを制御する。更なる実施の形態では、制御システムは、患者試料を第１の方向へ流
し、溶出緩衝液を第２の方向へ流す。幾つかの実施の形態では、第１の方向は第２の方向
に対して実質的に直交する。
【００２８】
　更なる態様では、本発明は、患者試料中の核酸の存在の有無を判定するマイクロ流体シ
ステムを提供する。この態様によると、マイクロ流体システムは、上述したような細胞溶
解領域、核分離領域及び核溶解領域を備える。マイクロ流体システムはまた、核酸が増幅
される増幅反応領域を備える。マイクロ流体システムは、増幅産物の存在の有無を判定す
るための検出領域を更に備える。マイクロ流体システムは上述したような制御システムを
更に備えることができる。
【００２９】
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　幾つかの実施の形態では、核分離領域は、上述したような核サイズ排除バリアーを含む
。他の実施の形態では、細胞溶解領域はマイクロ流体装置の外にある。付加的な実施の形
態では、細胞溶解領域はマイクロ流体装置内のチャネル内にある。更なる実施の形態では
、核溶解領域は、無傷の核の核膜を溶解させて核酸を遊離させるのに十分な熱源を含む。
他の実施の形態では、熱源は増幅反応領域にある。幾つかの実施の形態では、増幅反応領
域はＰＣＲ領域である。他の実施の形態では、検出領域は熱融解分析領域である。付加的
な実施の形態では、マイクロ流体システムは、増幅反応領域の前にチャネル内の核酸を定
量するために、増幅反応領域の前の核酸定量領域を更に含む。幾つかの実施の形態では、
増幅反応領域及び検出領域は複数のチャネルを含む。他の実施の形態では、増幅反応領域
及び検出領域内の各チャネルは、核サイズ排除領域及び核溶解領域を含む単一のチャネル
から核酸を受け取る。更なる実施の形態では、増幅反応領域及び検出領域内の２つ以上の
チャネルが、核サイズ排除領域及び核溶解領域を含む単一のチャネルから核酸を受け取る
。
【００３０】
　幾つかの実施の形態では、任意選択的に細胞溶解領域及び残りの領域の全ては単一のマ
イクロ流体装置にある。他の実施の形態では、核分離領域及び核溶解領域、並びに任意選
択的には細胞溶解領域は、１つのマイクロ流体装置にあり、増幅反応領域及び検出領域は
第２のマイクロ流体装置にある。更なる実施の形態では、核分離領域及び任意選択的には
細胞溶解領域は１つのマイクロ流体装置にあり、細胞溶解領域、増幅反応領域及び検出領
域は第２のマイクロ流体装置にある。
【００３１】
　本発明の上記及び他の実施形態は、添付の図面を参照して以下で説明する。
【００３２】
　本明細書に組み込まれるとともに本明細書の一部をなす添付の図面は、本発明の様々な
実施形態を例示するものである。図面において、同様の参照符号は同一であるか又は機能
的に同様の要素を指す。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態によるマイクロ流体装置において試料を調製するプロセスのフ
ローチャートである。
【図２】本発明の実施形態によるマイクロ流体装置において試料を調製するシステムを示
す図である。
【図３】本発明の他の実施形態によるマイクロ流体装置において試料を調製するシステム
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明は複数の実施形態を有し、当業者に既知である詳細に関して特許、特許出願及び
他の引例に依拠している。したがって、特許、特許出願又は他の引例が本明細書において
引用されるか又は繰り返される場合、あらゆる目的で、及び記載される提案のためにその
全体が参照によって援用されることを理解されたい。
【００３５】
　本発明の実施は、別途示されない限り、当該技術分野の技能の範囲に含まれる有機化学
、高分子技術、分子生物学（組換え技法を含む）、細胞生物学、生化学及び免疫学の従来
の技法及び記述を使用することができる。そのような従来の技法には、ポリマーアレイ合
成、ハイブリダイゼーション、ライゲーション及び標識を用いたハイブリダイゼーション
の検出が含まれる。適当な技法の具体的な説明は、本明細書の以下の例を参照することに
よって得ることができる。しかし、当然ながら、従来の他の等価の手法を使用することも
できる。このような従来の技法及び記述は、あらゆる目的のために参照によりその全体が
本明細書に援用される、Genome Analysis: A Laboratory Manual Series（Ｉ巻～ＩＶ巻
）、Using Antibodies: A Laboratory Manual、Cells: A Laboratory Manual、PCR Prime
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r: A Laboratory Manual及びMolecular Cloning: A Laboratory Manual（全てCold Sprin
g Harbor Laboratory Press社刊）、Stryer, L. (1995) Biochemistry（第４版）Freeman
, N. Y., Gait, Oligonucleotide Synthesis: A Practical Approach, 1984, IRL Press,
 London, Nelson and Cox (2000)、Lehninger, Principles of Biochemistry第３版、W. 
H. Freeman Pub.社刊、New York, N. Y.及びBerg et al. (2002) Biochemistry第５版、W
. H. Freeman Pub.社刊、New York, N. Y.等の標準的な実験室マニュアルに見出すことが
できる。
【００３６】
　本発明は、マイクロ流体装置において患者試料からＤＮＡを単離し、その後、マイクロ
流体装置においてＤＮＡを分析する方法及びシステムを提供する。より詳細には、本発明
は、マイクロ流体装置において患者試料からＤＮＡを単離する方法及びシステム、並びに
マイクロ流体装置においてＰＣＲ等の増幅反応及び熱融解分析等による検出を行うための
ＤＮＡの使用を提供する。
【００３７】
　したがって、第１の態様では、本発明は、患者試料中の細胞からＤＮＡを単離する方法
であって、（ａ）細胞の核膜を溶解させることなく細胞の細胞膜を選択的に溶解させ、患
者試料中の細胞から無傷の核を生成すること、（ｂ）マイクロ流体装置の核分離領域にお
いて核サイズ排除バリアーによって患者試料から無傷の核を分離すること、（ｃ）マイク
ロ流体装置の核分離領域において分離された核を溶出緩衝液中に再懸濁させること、（ｄ
）再懸濁された核をマイクロ流体装置の核溶解領域へ送達すること、及び（ｅ）マイクロ
流体装置の核溶解領域において、再懸濁された核を溶解させてＤＮＡを遊離させることを
含む、方法を提供する。
【００３８】
　選択的な溶解は、患者試料中の細胞の核膜を溶解させることなく細胞の細胞膜を溶解さ
せて、細胞から無傷の核を生成することを伴う。患者試料は、血液試料、尿試料、唾液試
料、痰試料、脳脊髄液試料、体液試料又は組織試料とすることができる。幾つかの実施形
態では、患者試料は白血球を含有する。好ましい実施形態では、患者試料は血液試料であ
る。赤血球は細胞膜しか有せず、核を含まないため、選択的な溶解は患者の血液試料中の
赤血球を完全に溶解させる。幾つかの実施形態では、患者試料は、細胞膜の選択的な溶解
の前に最初に白血球が濃縮されている。白血球を濃縮する技法は当業者に既知である。幾
つかの実施形態では、白血球の濃縮はろ過によって行われる。付加的な実施形態では、白
血球の濃縮は抗体を用いて行われる。幾つかの実施形態では、抗体は、ビーズ、磁気ビー
ズ、粒子、ポリマービーズ、クロマトグラフィ樹脂、ろ紙、膜又はヒドロゲル等の固相に
結合される。例えば、米国特許第４，７５２，５６４号、同第５，１１８，４２８号、同
第５，４８２，８２９号及び同第５，７３６，０３３号、ＰＣＴ国際公開第８８／０５３
３１号、Boyum (Nature 204: 793-794, 1964)及びVanDelinder and Groisman (Anal Chem
 79: 2023-2030, 2007)を参照されたい。白血球の濃縮用に市販されている製品としては
、Ｆｉｃｏｌｌ－Ｐａｑｕｅ（商標）ＰＬＵＳ（GE Healthcare社（Piscataway, NJ））
、Ｗｈｉｔｅ　Ｂｌｏｏｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ（Ｌｅｕｋａｓｏｒｂ）Ｍｅ
ｄｉｕｍ（Pall Corporation社（East Hills, NY））及びＡｃｃｕｓｐｉｎ（商標）Ｓｙ
ｓｔｅｍ（Sigma Aldrich社（St. Louis, MO））が挙げられるが、これらに限定されない
。
【００３９】
　選択的な溶解は、患者試料と、細胞核を無傷のままとしながらも細胞膜を選択的に透過
化する緩衝液（本明細書では選択的溶解緩衝液、溶解緩衝液又は核単離緩衝液と称される
）とを接触させることによって行われる。これらの特性を有する核単離緩衝液は当業者に
既知である。細胞膜を選択的に溶解させるための核単離緩衝液を含む製品は市販されてい
る。そのような緩衝液を含む好適な市販の製品としては、Ｎｕｃｌｅｉ　ＥＺ　Ｐｒｅｐ
　Ｎｕｃｌｅｉ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（ＮＵＣ－１０１）（Sigma社（St. Louis
, MO, USA））、Ｎｕｃｌｅａｒ／Ｃｙｔｏｓｏｌ　Ｆｒａｃｔｉｏｎａｔｉｏｎ　Ｋｉ
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ｔ（Ｋ２６６－１００）（BioVision Research Products社（Mountain View, CA, USA）
）、ＮＥ－ＰＥＲ　Ｎｕｃｌｅａｒ　ａｎｄ　Ｃｙｔｏｐｌａｓｍｉｃ　Ｅｘｔｒａｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅａｇｅｎｔｓ（Pierce社（Rockville, IL, USA））、Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｅｘ
ｔｒａｃｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（Imgenex, Corp.社（San Diego, CA, USA））、Ｎｕｃｌｅａ
ｒ　Ｅｘｔｒａｃｔ　Ｋｉｔ（Active Motif社（Carlsbad, CA, USA））及びＱｐｒｏｔ
ｅｏｍｅ　Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｋｉｔ（Qiagen社（Valencia, CA, USA）
）が挙げられるがこれらに限定されない。特許文献４、米国特許第６，８５２，８５１号
及び同第７，２６２，２８３号も参照のこと。当該核のタイプによってどの核単離緩衝液
が必要とされるかを判断することができることが知られている。異なる細胞のタイプに関
して好適な選択的溶解緩衝液を調製するために最適化することができる因子の考察につい
ては特許文献４を参照のこと。
【００４０】
　一実施形態では、選択的溶解緩衝液は低張緩衝液である。例えば、市販の低張溶解緩衝
液をSigma Aldrich社から購入することができる（Ｎｕｃｌｅｉ　ＥＺ溶解緩衝液（Ｎ　
３４０８））。Sigma Aldrich社からキットも入手可能である（Ｎｕｃｌｅｉ　ＥＺ　Ｐ
ｒｅｐ　Ｎｕｃｌｅｉ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　Ｋｉｔ（Ｎｕｃ－１０１））。１０×低張
溶液の一般的な配合は、１５ｍＭのＭｇＣｌ２及び１００ｍＭのＫＣｌを含む１００ｍＭ
のＨＥＰＥＳ（ｐＨ７．９）である。別の実施形態では、緩衝液は界面活性剤を含む低張
緩衝液である。好適な界面活性剤としては、ラウリル硫酸リチウム、デオキシコール酸ナ
トリウム、及びＣｈａｐｓ等のイオン性界面活性剤、又はＴｒｉｔｏｎ　Ｘ－１００、Ｔ
ｗｅｅｎ　２０、Ｎｐ－４０及びＩＧＥＰＡＬ　ＣＡ－６３０等の非イオン性界面活性剤
が挙げられるがこれらに限定されない。別の実施形態では、緩衝液は等張緩衝液である。
例えば、Sigma Aldrich社は、等張溶解緩衝液を含むキットであるＣｅｌＬｙｔｉｃ　Ｎ
ｕｃｌｅａｒ　Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ　ｋｉｔを提供している。５×等張溶解緩衝液の一
般的な配合は、１０ｍＭのＭｇＣｌ２、１５ｍＭのＣａＣｌ２及び１．５Ｍのスクロース
を含む５０ｍＭのＴｒｉｓ　ＨＣｌ（ｐＨ７．５）である。付加的な実施形態では、緩衝
液は、イオン性界面活性剤又は非イオン性界面活性剤とすることができる界面活性剤を含
む等張緩衝液である。
【００４１】
　患者試料及び溶解緩衝液は、選択的な溶解を行うのに十分な時間接触させる。好適な時
間は、１分～１０分、好ましくは２分～８分、より好ましくは３分～５分の範囲とするこ
とができる。患者試料が血液試料である場合、この時間は赤血球を完全に溶解させるのに
十分である。幾つかの実施形態では、患者試料及び溶解緩衝液は製造業者の推奨に従って
混合することができる。幾つかの実施形態では、患者試料及び溶解緩衝液は１：１の比で
混合される。他の実施形態では、患者試料及び溶解緩衝液は室温で接触させる。幾つかの
実施形態では、患者試料及び溶解緩衝液は、マイクロ流体装置の外で例えば混合によって
接触させる。この接触は、バイアル、管、マイクロタイタープレート等において生じさせ
ることができる。
【００４２】
　幾つかの実施形態では、患者試料及び溶解緩衝液はマイクロ流体装置内で接触させる。
一実施形態では、患者試料及び溶解緩衝液はマイクロ流体装置の細胞溶解領域に加えられ
る。この細胞溶解領域はチャンバー又はチャネルとすることができる。別の実施形態では
、患者試料はマイクロ流体装置の１つのポートに加えることができ、溶解緩衝液は第２の
ポートに加えることができる。次いで、患者試料及び溶解緩衝液はともにマイクロ流体装
置の細胞溶解領域に流される。患者試料、溶解緩衝液及び接触した混合物の流れは圧力差
によって誘導することができる。マイクロ流体装置において患者試料及び溶解緩衝液を接
触させる技法の例は、２００９年７月１７日に出願された、「METHODS AND SYSTEMS FOR 
MICROFLUIDIC DNA SAMPLE PREPARATION」と題する、発明者としてWeidong Cao、Hiroshi 
Inoue及びKevin Louderの名前が挙げられている米国特許出願第　　　　（代理人整理番
号第３４００－１７２）（参照により本明細書に援用される）において開示されている。
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【００４３】
　患者試料及び溶解緩衝液をマイクロ流体装置の外で接触させる実施形態では、選択的に
溶解された試料がマイクロ流体装置の核分離領域に加えられる。患者試料及び溶解緩衝液
をマイクロ流体装置内で接触させる実施形態では、選択的に溶解された試料がマイクロ流
体装置の核分離領域へ誘導される。核分離領域はマイクロ流体装置内のチャンバー又はチ
ャネルとすることができる。核分離領域は、細胞残屑を含む患者試料の残りの部分から無
傷の核を分離することが可能な核サイズ排除バリアーを含む。幾つかの実施形態では、核
サイズ排除バリアーは、核分離領域の一方の側で核を遅らせるために核分離領域に組立て
られているピラーのシステムである。他の実施形態では、核サイズ排除バリアーは、核分
離領域の一方の側で核を遅らせるように構成されているフィルターシステムである。付加
的な実施形態では、核サイズ排除バリアーは、核分離領域の一方の側で核を遅らせるよう
に設計されている、核分離領域の底面に沿う孔を含む。幾つかの実施形態では、核サイズ
排除バリアーを通る流れは圧力差によって誘導される。
【００４４】
　幾つかの実施形態では、核排除バリアーは、２．７μｍ～５．０μｍの範囲の排除サイ
ズを有する。他の実施形態では、核排除バリアーは、２．７μｍ～４μｍの範囲の排除サ
イズを有する。付加的な実施形態では、核排除バリアーは、２．７μｍ～３μｍの範囲の
排除サイズを有する。更なる実施形態では、核排除バリアーは２．７μｍの排除サイズを
有する。
【００４５】
　無傷の核を、細胞残屑を含む患者試料の残りの部分から分離した後で、無傷の核を溶出
緩衝液中に再懸濁させる。溶出緩衝液は、核が適合する緩衝液であり、また、核から単離
されることになるＤＮＡの任意の下流処理と適合する緩衝液である。ＤＮＡが増幅反応に
付されることになる場合、溶出緩衝液は増幅反応緩衝液とすることができる。幾つかの実
施形態では、増幅反応緩衝液は非アッセイ特異的増幅試薬を含有することができる。増幅
反応がポリメラーゼ連鎖反応である場合、緩衝液は、非特異的ＰＣＲ試薬を含有すること
ができるＰＣＲ緩衝液とすることができる。幾つかの実施形態では、溶出緩衝液はＤＮＡ
に結合する色素も含有する。ＤＮＡ色素は、遊離ＤＮＡに結合する色素とすることができ
るか、又は染色体ＤＮＡに結合する色素（すなわち、この色素は核膜を横切って無傷の核
中のＤＮＡと結合することが可能である）とすることができる。ＤＮＡ色素は当業者に既
知である。ＤＮＡ色素の例としては、４’，６－ジアミジノ－２－フェニルインドール（
ＤＡＰＩ）、ＳＹＢＲ（登録商標）Ｇｒｅｅｎ、ＳＹＢＲ（登録商標）ＧｒｅｅｎＥＲ（
商標）及びＰｉｃｏＧｒｅｅｎ（Invitrogen Corp.社（Carlsbad, CA））並びにＬＣ　Ｇ
ｒｅｅｎ（Idaho Technology社（Salt Lake City, UT））が挙げられるがこれらに限定さ
れない。幾つかの実施形態では、ＤＮＡ色素は、単離されているか又は下流処理に用いら
れることになるＤＮＡの量を定量するのに有用である。
【００４６】
　幾つかの実施形態では、無傷の核は、核分離領域を通りかつ核サイズ排除バリアーを横
切る、圧力差によって誘導される溶出緩衝液の流れによって溶出緩衝液中に再懸濁される
。無傷の核が溶出緩衝液中に再懸濁されると、再懸濁された核はマイクロ流体装置の核溶
解領域へ誘導される。一実施形態では、核は、該核からＤＮＡを遊離するために核溶解領
域において熱によって溶解される。幾つかの実施形態では、核は、増幅反応の前に核溶解
領域において熱に晒される。他の実施形態では、核は増幅反応中に熱に晒され、核溶解領
域は、増幅反応が行われるマイクロ流体装置の最初の部分である。幾つかの実施形態では
、核溶解領域は核分離領域と同じマイクロ流体装置内にある。他の実施形態では、核溶解
領域は核分離領域とは異なるマイクロ流体チップ内にある。
【００４７】
　第２の態様では、本発明は、患者試料中の核酸の存在の有無を判定する方法であって、
（ａ）細胞の核膜を溶解させることなく細胞の細胞膜を選択的に溶解させ、患者試料中の
細胞から無傷の核を生成すること、（ｂ）マイクロ流体装置の核分離領域において核サイ
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ズ排除バリアーによって患者試料から無傷の核を分離すること、（ｃ）マイクロ流体装置
の核分離領域において分離された核を溶出緩衝液中に再懸濁させること、（ｄ）再懸濁さ
れた核をマイクロ流体装置の核溶解領域へ送達すること、（ｅ）マイクロ流体装置の核溶
解領域において、再懸濁された核を溶解させて核酸を遊離させること、（ｆ）マイクロ流
体装置内で核酸を増幅させること、及び（ｇ）増幅産物の存在の有無を判定することを含
む、方法を提供する。
【００４８】
　幾つかの実施形態では、患者試料は上述のようなものである。他の実施形態では、患者
試料は、上述のように細胞膜の選択的な溶解の前に最初に白血球が濃縮されている。幾つ
かの実施形態では、選択的な溶解は上述のように行われる。付加的な実施形態では、マイ
クロ流体装置の核分離領域は、上述のように核を患者試料の残りの部分から分離する核サ
イズ排除バリアーを有する。更なる実施形態では、溶出緩衝液は上述のような緩衝液であ
る。他の実施形態では、核述のように核を熱によって溶解して核から核酸を遊離する。
【００４９】
　核酸を遊離させるために核を溶解させた後で、核酸を次いで増幅反応に付す。上述した
ように、この溶解は増幅反応の初期段階で行うことができる。幾つかの実施形態では、増
幅反応はポリメラーゼ連鎖反応である。他の実施形態では、増幅反応はリアルタイムポリ
メラーゼ連鎖反応である。これらのポリメラーゼ連鎖反応は（他の増幅反応も含めて）当
業者に既知である。
【００５０】
　幾つかの実施形態では、再懸濁された核又はマイクロ流体装置の核溶解領域からの単離
された核酸は、増幅及び分析のためにマイクロ流体装置の単一の反応チャネルに導入され
る。他の実施形態では、再懸濁された核又はマイクロ流体装置の核溶解領域からの単離さ
れた核酸は、増幅及び分析のためにマイクロ流体装置の２つ以上の反応チャネルに導入さ
れる。更なる実施形態では、再懸濁された核又は単離された核酸は、圧力差の印加によっ
て反応チャネルに導入される。幾つかの実施形態では、反応チャネルに導入される前に、
非アッセイ特異的増幅試薬を含有することができる増幅反応緩衝液が、非増幅溶出緩衝液
中の再懸濁された核又は単離された核酸に加えられる。付加的な実施形態では、再懸濁さ
れた核又はＤＮＡ等の単離された核酸の量が、反応チャネルに導入される前に求められる
。更なる実施形態では、アッセイ特異的な試薬が再懸濁された核又は単離された核酸に加
えられる。幾つかの実施形態では、アッセイ特異的な試薬は、再懸濁された核又は単離さ
れた核酸が反応チャネルに導入される前に加えられる。他の実施形態では、アッセイ特異
的な試薬は、再懸濁された核又は単離された核酸が反応チャネルに導入された後に加えら
れる。幾つかの実施形態では、核を再懸濁させるために、真空等の圧力差が反応チャネル
の端から印加され、ＰＣＲ反応緩衝液とすることができる溶出緩衝液を核分離チャンバー
内へ引き込む。他の実施形態では、圧力差によってＰＣＲ反応緩衝液（溶出緩衝液ではな
い場合）及びアッセイ特異的な試薬も引き込まれて再懸濁された核と混合され、その後、
反応混合物が反応チャネル内へ引き込まれる。付加的な実施形態では、増幅反応はポリメ
ラーゼ連鎖反応である。
【００５１】
　幾つかの実施形態では、増幅産物の存在の有無が検出される。他の実施形態では、増幅
産物の検出は熱融解分析によって行われる。更なる実施形態では、増幅産物の検出は、増
幅産物が存在すると強度が変化する標識を用いて行われる。熱融解分析を含む、増幅産物
の検出方法は当業者に既知である。
【００５２】
　幾つかの実施形態では、工程（ｂ）～（ｇ）及び任意選択的には工程（ａ）は１つのマ
イクロ流体装置で行われる。他の実施形態では、工程（ｂ）及び（ｃ）並びに任意選択的
には工程（ａ）は１つのマイクロ流体装置で行われ、工程（ｅ）～（ｇ）は第２のマイク
ロ流体装置で行われる。更なる実施形態では、工程（ｂ）～（ｅ）及び任意選択的には工
程（ａ）は１つのマイクロ流体装置で行われ、工程（ｆ）及び（ｇ）は第２のマイクロ流
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体装置で行われる。核酸を増幅させて検出するマイクロ流体方法及びシステムは当該技術
分野において既知である。例えば、米国特許出願公開第２００５／００４２６３９号、同
第２００８／０００３５８８号、同第２００８／０００３５９３号、同第２００８／０１
７６２３０号、同第２００９／００５３７２６号及び同第２００９／０１１１１４９号（
それぞれ参照により本明細書に援用される）を参照されたい。
【００５３】
　図１は、本発明の一実施形態による、患者試料（例えば血液試料）からのＤＮＡの単離
、単離されたＤＮＡの増幅、及び増幅産物の分析のプロセス１００を示すフローチャート
である。工程１０１において、患者から全血試料を得る。工程１０２において、低張溶解
緩衝液を例えば１：１（ｖ：ｖ）の比で全血試料に加え、約３分間室温でインキュベート
して無傷の核を含む溶解された全血試料を得る。工程１０３において、無傷の核を溶解し
た全血試料から分離する。一実施形態では、無傷の核を含む所定量の溶解した血液試料を
マイクロ流体装置の核分離領域へ送達し、無傷の核以外の試料成分を全て核サイズ排除バ
リアーを通して廃棄物容器内へ除去することを可能にする方向へ圧力差（例えば真空）を
印加する。
【００５４】
　工程１０４において、無傷の核を溶出緩衝液中に再懸濁させる。一実施形態では、溶出
緩衝液を容器から核分離領域に引き込むように工程１０３における方向と交互の方向に圧
力差を印加して、無傷の核を再懸濁させる。一実施形態では、溶出緩衝液はＰＣＲ反応緩
衝液とすることができる。工程１０５において、再懸濁された無傷の核をマイクロ流体装
置の核溶解領域へ送達し、核を溶解させてＤＮＡを遊離させる。一実施形態では、工程１
０３において用いられる圧力差によって再懸濁された核が核溶解領域へ送達される。別の
実施形態では、ＰＣＲアッセイに特異的な試薬が、同じ圧力差（例えば真空）によって試
薬容器から再懸濁された核／溶出緩衝液混合物中へ引き込まれる。遊離されたＤＮＡは次
いで、マイクロ流体装置の増幅領域に導入され、ポリメラーゼ連鎖反応等の増幅反応が工
程１０６において行われる。工程１０７において、熱融解分析等によってＰＣＲ産物を分
析する。
【００５５】
　第３の態様では、本発明は、患者試料中の細胞からＤＮＡを単離するマイクロ流体シス
テムを提供する。この態様によると、マイクロ流体システムは、細胞の核膜を溶解させる
ことなく細胞の細胞膜を選択的に溶解して患者試料中の細胞から無傷の核を生成するため
の、細胞溶解領域を備える。マイクロ流体システムはまた、無傷の核よりも小さい患者試
料の成分を取り除くための、圧力差によって誘導される、無傷の核を阻止するが一方で患
者試料の残りの部分を通過させる、マイクロ流体装置の核分離領域を含み、溶出緩衝液中
に再懸濁された無傷の核は、圧力差によって誘導されて核サイズ排除領域の外へ運ばれる
。マイクロ流体システムは、ＤＮＡを遊離するように無傷の核の核膜が溶解される核溶解
領域を更に含む。
【００５６】
　本発明の特定の態様に従って用いるのに好適なシステムの例を図２を用いて説明する。
図２に示されているように、システムは、試料チャンバー２０１、溶解緩衝液チャンバー
２０２及び細胞溶解チャンバー２０３を含む細胞溶解領域を含む。図２に示されているよ
うに、細胞溶解領域はマイクロ流体装置の外にあるものとすることができる。細胞溶解領
域がマイクロ流体装置上にあるものとすることもできる。この実施形態では、試料チャン
バー及び溶解緩衝液チャンバーはマイクロ流体装置内にあり、チャネルの細胞溶解部分に
おいて混合するために接続されているチャネルに流れ込む。マイクロ流体装置内の細胞溶
解領域の例は、２００９年７月１７日に出願された、「METHODS AND SYSTEMS FOR MICROF
LUIDIC DNA SAMPLE PREPARATION」と題する、発明者としてWeidong Cao、Hiroshi Inoue
及びKevin Louderの名前が挙げられている米国特許出願第　　　　（代理人整理番号第３
４００－１７２）（参照により本明細書に援用される）において開示されている。
【００５７】
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　図２に示されているシステムに戻ると、溶解後、試料は、ポート２０４を通してマイク
ロ流体装置２００の核分離領域２０５へ送達される。細胞溶解領域がマイクロ流体装置内
にある場合、試料は核分離領域へ送達される。核分離領域２０５は、無傷の核２０６を廃
棄物から分離する核サイズ排除バリアー２０７を含み、廃棄物は廃棄物容器２０８へ通過
する。廃棄物は、無傷の核以外の試料の成分全てを含む。核サイズ排除バリアーは上述し
たようなものである。図２に示されているように、システムは、溶出緩衝液を核分離領域
２０５へ提供するために核分離領域２０５と流体連通している溶出緩衝液ポート２０９も
含む。例えば圧力差による溶出緩衝液の導入によって、単離された無傷の核が再懸濁され
、再懸濁された核が核分離領域２０５から出て核溶解領域２１０内へ運ばれる。
【００５８】
　図２に示されているように、システムは、無傷の核の核膜を溶解してＤＮＡを遊離させ
るための核溶解領域２１０を含む。核溶解領域２１０は核分離領域２０５と流体連通して
いる。核溶解領域は、核膜を溶解させるのに十分なランプ２１２等の熱源を含むことがで
きる。システムは、無傷の核又は遊離されたＤＮＡを含有している溶出緩衝液中に増幅ア
ッセイ特異的な試薬を導入するために、核溶解領域２１０と流体連通しているアッセイ特
異的な試薬のポート２１１を更に含むことができる。アッセイ特異的な試薬のポート２１
１は、熱源の上流又は下流に位置することができる。
【００５９】
　システムはまた、核分離領域を通る患者試料の流れ、核分離領域を通る溶出緩衝液の流
れ、核溶解領域へのアッセイ特異的な試薬の流れ、及び核溶解領域へ供給される熱を制御
する制御システムを含むことができる。幾つかの実施形態では、制御システムは、流れ制
御システム２１４及び温度制御システム２１６と連通している主コントローラー２１０を
含む。当業者であれば認識するように、主コントローラー２１０には多くの選択肢が存在
し、１つの例は汎用コンピューターであり、別の例は専用コンピューターである。従来技
術における他の専門的な制御機器も主コントローラー２１０の目的を果たすことができる
。
【００６０】
　幾つかの実施形態では、流れ制御システム２１４は、ポート２０４を通って核分離領域
２０５に入る患者試料の流れを制御する。流れ制御システム２１４は、核サイズ排除バリ
アー２０７を通って例えば真空ポート２１９によって廃棄物容器２０８に入る廃棄物質の
流れも制御する。流れ制御システム２１４は、単離された無傷の核を再懸濁させ、再懸濁
された核を核分離領域２０５から出して核溶解領域２１０内へ運ぶ、溶出緩衝液ポートを
通る溶出緩衝液の流れを更に制御する。他の実施形態では、流れ制御システム２１４は、
無傷の核又は遊離されたＤＮＡを含有している溶出緩衝液中に増幅アッセイ特異的な試薬
を導入するために、アッセイ特異的な試薬のポート２１１を通って核溶解領域２１０に入
る流れを制御する。
【００６１】
　幾つかの実施形態では、流れ制御システム２１４は、真空圧力等の圧力差によって患者
試料及び溶出緩衝液の流れを制御する。他の実施形態では、流れ制御システム２１４は、
患者試料を第１の方向へ流し、溶出緩衝液を第２の方向へ流す。幾つかの実施形態では、
第１の方向は第２の方向に対して実質的に直交する。他の実施形態では、図２に示されて
いる弁２１３が、再懸濁された核及び溶出緩衝液を核分離領域２０５から核溶解領域２１
０へ通過させることを可能にするように、流れ制御システム２１４によって制御されてい
る核分離領域２０５と核溶解領域２１０とを分離する。
【００６２】
　幾つかの実施形態では、温度制御システム２１６は、溶解領域２１０において無傷の核
の核膜を溶解させるのに十分な熱源２１２の温度を制御する。
【００６３】
　別の態様では、本発明は、患者試料中の核酸の存在の有無を判定するマイクロ流体シス
テムを提供する。この態様によると、マイクロ流体システムは、上述したような細胞溶解
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領域、核分離領域及び核溶解領域を備える。マイクロ流体システムは上述したような制御
システムを更に含むことができる。マイクロ流体システムはまた、核酸が増幅される増幅
反応領域も含む。マイクロ流体システムは、増幅産物の存在の有無を判定するための検出
領域を更に含む。
【００６４】
　本発明の特定の態様に従って用いるのに好適なシステムの例を図３と関連して説明する
。図３に示されているように、システムは、試料チャンバー３０１、溶解緩衝液チャンバ
ー３０２及び細胞溶解チャンバー３０３を含む細胞溶解領域を含む。図３に示されている
ように、細胞溶解領域はマイクロ流体装置の外にあってもよい。細胞溶解領域はマイクロ
流体装置上又はマイクロ流体装置内に含まれていてもよい。一実施形態では、試料チャン
バー及び溶解緩衝液チャンバーはマイクロ流体装置内にあり、接続されているチャネルに
流れ込むことでチャネルの細胞溶解部分において混合する。マイクロ流体装置内の細胞溶
解領域の例は、２００９年７月１７日に出願された、「METHODS AND SYSTEMS FOR MICROF
LUIDIC DNA SAMPLE PREPARATION」と題する、発明者としてWeidong Cao、Hiroshi Inoue
及びKevin Louderの名前が挙げられている米国特許出願第　　　　（代理人整理番号第３
４００－１７２）（参照により本明細書に援用される）において開示されている。
【００６５】
　図３に示されているシステムに戻ると、細胞溶解後、試料は、ポート３０４を通してマ
イクロ流体装置の核分離領域３０５へ送達される。細胞溶解領域がマイクロ流体装置内に
ある場合、試料は核分離領域３０５へ送達される。核分離領域３０５は、核酸を含む無傷
の核３０６を廃棄物から分離する核サイズ排除バリアー３０７を含み、廃棄物は廃棄物容
器３０８へ通過する。好ましい実施形態では、廃棄物は、無傷の核以外の試料の成分全て
を含む。核サイズ排除バリアーは上述したようなものである。図３に示されているように
、システムは、溶出緩衝液を核分離領域５０５へ提供するために核分離領域３０５と流体
連通している溶出緩衝液ポート３０９も含む。システムは、核分離領域３０５と流体連通
している第２の溶出緩衝液ポート３１８を含むことができる。
【００６６】
　動作時に、試料を、ポート３０４を通してマイクロ流体装置の核分離領域３０５へ送達
する。一実施形態では、次いで、例えば廃棄物容器３０８内に位置する真空ポート３１９
からＹ方向に真空を印加する。これによって、全ての試料廃棄物が廃棄物容器内へ引き込
まれるが、一方で無傷の核が廃棄物容器へ通過することは核サイズ排除バリアー３０７に
よって防止する。次いで、例えばマイクロ流体チャネル３３０ａの端に位置する真空ポー
ト３２５によってＸ方向に真空を印加する。これによって、図２に関連して上述したよう
に、単離された無傷の核を再懸濁させるため、及び再懸濁された核を核分離領域３０５か
ら出して運ぶために溶出緩衝液を溶出緩衝液ポート３０９から核分離領域３０５内に導入
することが可能となる。
【００６７】
　別の実施形態では、核分離領域３０５は、溶解された試料が核分離領域へ送達される前
に溶出緩衝液ポート３０９又は３１８のいずれかを通して溶出緩衝液で充填される。一実
施形態では、核分離領域３０５は、気泡の生成を減らすためにＸ方向に圧力を印加するこ
とによって溶出緩衝液で予め充填される。次いで、溶解された試料混合物は、圧力又は真
空によってＹ方向に核分離領域３０５へ送達され、廃棄物からの核の分離及び核分離領域
３０５からの廃棄物の除去を可能にする。一実施形態では、溶出緩衝液ポート３１８は、
溶解された試料を核分離領域３０５へ送達した後で気泡が形成されないことを確実にする
ために含まれる。図３に示されているように、真空ポート３１９を用いて真空をＹ方向に
印加することができる。図２に関連して上述したように、核の分離後の溶出緩衝液ポート
３０９からの例えば圧力差による溶出緩衝液の導入によって、単離された無傷の核が再懸
濁され、再懸濁された核が核分離領域３０５から出て運ばれる。
【００６８】
　図３に戻ると、システムはまた、ＤＮＡを遊離させるために無傷の核の核膜が溶解され
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る核溶解領域３１２を含む。核溶解領域３１２は、一実施形態では流れ制御システム（図
示せず）によって制御される弁３１５を通じて核分離領域３０５と流体連通している。核
溶解領域は、核膜を溶解させるのに十分なランプ等の熱源３１４を含むことができる。シ
ステムは、例えばアッセイ特異的なプライマー及びプローブ等の増幅アッセイ特異的な試
薬３１１を、無傷の核又は遊離されたＤＮＡを含有している溶出緩衝液中に導入するため
に、核溶解領域３１２と流体連通しているアッセイ特異的な試薬のポート又はシッパー（
sipper）３１３を更に含むことができる。アッセイ特異的な試薬のポート又はシッパー３
１３は、熱源３１４の上流又は下流に位置することができる。一実施形態では、熱源３１
４からの熱は核を分解し、これは、ＤＮＡがチャネル３３０ａに装填される前にＰＣＲ緩
衝液及びアッセイ特異的な試薬と混合することを可能にする。
【００６９】
　図３に示されているように、マイクロ流体システムは、増幅反応領域の前にチャネル内
の核酸を定量する核酸定量システムを更に備えることができる。一実施形態では、１つ又
は複数のチャネル３３０ａに方向付けられる核の数を計数するための検出器３２０が、核
溶解領域３１２と位置合わせされており、増幅反応に含まれている鋳型の正確な濃度を知
ることができる。図３は、核溶解領域３１２と位置合わせされている核酸定量システムを
示すが、核酸定量システムは核溶解領域３１２の上流又は下流にあってもよい。一実施形
態では、核酸は、遊離ＤＮＡ又は染色体ＤＮＡに結合する色素（すなわち、この色素は核
膜を横切って無傷の核中のＤＮＡと結合することが可能である）を用いて定量される。核
酸が定量される場合、色素は溶出緩衝液に加えられる。ＤＮＡ色素は当業者に既知である
。ＤＮＡ色素の例としては、４’，６－ジアミジノ－２－フェニルインドール（ＤＡＰＩ
）、ＳＹＢＲ（登録商標）Ｇｒｅｅｎ、ＳＹＢＲ（登録商標）ＧｒｅｅｎＥＲ（商標）及
びＰｉｃｏＧｒｅｅｎ（Invitrogen Corp.社（Carlsbad, CA））並びにＬＣ　Ｇｒｅｅｎ
（Idaho Technology社（Salt Lake City, UT））が挙げられるがこれらに限定されない。
【００７０】
　図３に示されているように、核酸は下流処理のために複数のチャネル３３０ａ内へ送達
される。しかし、核酸は下流処理のために単一のチャネル内へ送達することもできる。同
様に図３に示されているように、核溶解領域はチャネル３３０ａの上流にある。しかし、
核溶解領域はチャネル３３０ａの上流部分にも位置することもできる。本発明のこの態様
によると、下流処理は、核酸の増幅及び増幅産物の検出を含むことができる。核酸の増幅
は、マイクロ流体装置の増幅領域（図示せず）のチャネル３３０ａ内で行われる。増幅産
物の検出は、マイクロ流体装置の検出領域（図示せず）のチャネル３３０ａ内で行われる
。幾つかの実施形態では、増幅はＰＣＲ増幅であり、検出は熱融解分析である。核酸を増
幅させて検出するマイクロ流体システムは当該技術分野において既知である。例えば、米
国特許出願公開第２００５／００４２６３９号、同第２００８／０００３５８８号、同第
２００８／０００３５９３号、同第２００８／０１７６２３０号、同第２００９／００５
３７２６号及び同第２００９／０１１１１４９号（それぞれ参照により本明細書に援用さ
れる）を参照されたい。
【００７１】
　システムはまた、核分離領域を通る患者試料の流れ、核分離領域を通る溶出緩衝液の流
れ、マイクロチャネルへの試料の流れ、及び熱源３１４の温度を制御する制御システム（
図示せず）を含むことができる。幾つかの実施形態では、制御システムは、真空圧力によ
って患者試料及び溶出緩衝液の流れを制御する。他の実施形態では、制御システムは、患
者試料を第１の方向へ流し、溶出緩衝液を第２の方向へ流す。幾つかの実施形態では、第
１の方向は第２の方向に対して実質的に直交する。他の実施形態では、制御システムはま
た、増幅領域及び検出領域を通る試料の流れを制御する。図３の実施形態とともに用いる
のに好適な制御システムは、図２に関して実質的に上述したような主コントローラー、流
れ制御システム及び温度制御システムを含むことができる。
【００７２】
　図３に示されているように、マイクロ流体システムは単一の装置を含むことができ、細



(19) JP 2012-533296 A 2012.12.27

10

20

30

40

胞溶解領域は該装置の外に位置する。しかし、上述したように、細胞溶解領域は、システ
ムの領域が全て単一の装置にあるようにマイクロ流体装置内にあってもよい。本発明の特
定の態様によるマイクロ流体システムは２つの装置を含み、細胞溶解領域が装置外にある
か又は装置上にあってもよい。これらの特定の態様によると、核分離領域、核溶解領域及
び任意選択的には細胞溶解領域は１つの装置にあり、増幅領域及び検出領域は第２の装置
にあってもよい。核分離領域、核溶解領域、核酸定量領域及び任意選択的には細胞溶解領
域は１つの装置にあり、増幅領域及び検出領域は第２の装置にあってもよい。更には、核
分離領域及び任意選択的には細胞溶解領域は１つの装置にあり、核溶解領域、増幅領域及
び検出領域は第２の装置にあってもよい。加えて、核分離領域、核酸定量領域及び任意選
択的には細胞溶解領域は１つの装置にあり、核溶解領域、増幅領域及び検出領域は第２の
装置にあってもよい。
【００７３】
　本発明を記載する文脈における用語「a」及び「an」及び「the」並びに同様の指示詞の
使用は、本明細書において別途指示されていない限り、又は文脈と明確に矛盾しない限り
、単数及び複数の両方を包含すると解釈される。用語「～を備える（comprising）」、「
～を有する（having）」、「～を含む（including）」、及び「～を含有する（containin
g）」は、別途記載されていない限り、オープンエンドの用語（すなわち、「～を含むが
これに限定されない」を意味する）として解釈される。本明細書における値の範囲の列挙
は、本明細書において別途指示されていない限り、該範囲内に収まる各個別の値を個別に
指す簡便法として用いられることを意図するに過ぎず、各個別の値は、本明細書において
個別に列挙されるかのように本明細書に援用される。本明細書に記載の全ての方法は、本
明細書において別途指示されていない限り、又は文脈と明確に矛盾しない限り、任意の適
切な順序で実施することができる。本明細書に提示される任意の例及び全ての例、又は例
示的な語（例えば、「～等」）の使用は、本発明をより明らかにすることを意図するに過
ぎず、別段の主張がなされない限り、本発明の範囲に対して制限を付与するものではない
。本明細書中のいかなる語も、特許請求の範囲に記載されていない要素が本発明の実施に
必須であることを示すものとして解釈してはならない。
【００７４】
　本発明の様々な実施形態が本明細書において説明されている。それらの実施形態の変形
形態は、前述の説明を読めば当業者に明らかとなるであろう。本発明者らは、当業者がそ
のような変形形態を必要に応じて採用することを期待しており、本発明を、本明細書にお
いて具体的に説明されている以外の方法でも実施することを意図する。したがって、本発
明は、準拠法が許すように添付の特許請求の範囲に記載されている主題の全ての変更形態
及び均等物を含む。さらに、上述の要素の、可能なあらゆる変形形態の任意の組み合わせ
が、本明細書において別途指示されていない限り、又は文脈と明確に矛盾しない限り、本
発明によって包含される。
【００７５】
　加えて、上述され図面に示されているプロセスは一連の工程として示されているが、こ
れは単に説明の目的でなされている。したがって、幾つかの工程を追加することができ、
幾つかの工程を省くことができ、工程の順序を配置し直すことができ、幾つかの工程を並
行して行ってもよい。
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